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2月度の例会は、新型コロナのオミク
ロン型感染状況が厳しいと判断し休
会となってしまいました。会員同士が
顔を合わせる機会が少なく奉仕活動、
親睦が難しく残念な思いでありまし
た。3月度以降は特別な事がない限
り、テーブルセッティングもスクール
形式などを取り入れ注意を払い、通
常通りの例会を開催すると決定しま
した。持病等などで出席ができない

会員のためzoomも併用します。今期も残すところ4か月しかありませ
ん。少しでも前を向いて奉仕活動・親睦を図りたいと思います。ご協
力をお願い致します。

2月は「平和構築と紛争予防月間」でした。ロータリーの友2月号で平
和を構築していくには「青少年交換は未来平和へのギフト」と題して
記事が掲載されています。これを読ませて頂きますと青少年交換が
未来の世界平和への可能性を秘めていると書かれています。読んで
いただければと思います。

そして、117年前（1905年）の2月23日にロータリーが産声を上げま
した。シカゴから全世界に拡がり現在200以上の国と地域、クラブ数
37,049、会員数1,201,314人に達しています。国内においては東京
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♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
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に1920年、1922年には大阪と他都市に創立されま
した。クラブ数2,224、会員数84,959人となっていま
す。各クラブが奉仕活動を実践し、親睦をしっかり持
つことが「平和構築と紛争予防」に大きな影響を与え
ることが出来ると思います。我々も頑張りましょう。

先日、台湾3521地区Dennisガバナー,台北福齢RC 
Lucien会長・Henry委員長から送られてきた医療用
マスクの贈呈式が、2月10日（木）5時から大阪府医師
会会長茂松茂人様はじめ役職員の皆様8名とロータ
リアンは吉川ガバナー、早嶋代表幹事、我々大阪中之
島RC会員13名が出席して賑々しく執り行われました。
このマスクは日頃から台湾と日本がお互いの助け合
いの心を深く持っていることから社会奉仕・国際奉仕
の一環として人道援助奉仕活動として贈られてきま
した。当日は、大阪日日新聞、産経新聞、読売新聞の
記者が取材に来ていただきました。この週報に掲載
のように記事にして頂き、少しはロータリーの公共イ

2022年2月17日 読売新聞

2022年2月10日 大阪日日新聞

2022年2月15日 産経新聞

メージ向上のお役に立てたのではないでしょうか。

この奉仕事業は、当初、台湾福齢RCからお話があり、
社会奉仕事業として行おうと三世代奉仕の形で進め
ておりました。しかし、途中から台湾の国際ロータ
リー第3521地区ガバナーから当地区のガバナーへ
と話になりました。そして、地区からも地区の事業とし
て吉川ガバナーが贈呈式に出席されることが決まり
ました。それでは、三世代の趣旨とは違うと大阪天満
橋RC、大阪大手前RCから指摘があり、三世代奉仕に
はしないことに決まりました。結論として、地区同士の
奉仕事業として行われ、私達大阪中之島RCは社会奉
仕事業の一環として、すべての手配を整えるお手伝
いをさせて頂きました。日頃から強い絆で結ばれて
いる台湾とのお手伝いが出来たと思います。

2月、例会は開会されませんでしたが、多くの会員の
皆様の奉仕の心で立派な活動ができました。ありが
とうございます。



日　時：2022年2月17日（木）11：00～11：45
場　所：ホテルニューオータニ　1F　SATSUKI
出席者：北村（讓）・栗山・嶽下・戸田・村橋・檜皮・植屋・上瀬・村木・井本　以上10名（敬称略）
欠席者：小林・丸山・村上

2021-2022 年度 第8回　2月度定例理事会議事録

開会の挨拶（北村讓会長）

2月10日に医療用マスクを贈呈しました。新聞社3社
にも掲載されRCの知名度にも貢献しました。搬入等頑
張って頂いてありがとうございました。3月以降も例会
は休まないようにzoomも取り入れてやっていきたい
と思います。本日も審議を宜しくお願い申し上げます。

【審議事項】

1．細則変更の確認【別紙細則変更に伴う表記確認】

・指名委員会の構成メンバーの件

細則第3条 1項、2項、第4条 第3節 第1項、第2項

・理事、役員及び地区出向者指名の選挙（指名委員会

の設置）の件

細則第4条 第1節、第2節1項 第7節新設

・細則第8条入会金及び会費　第1節、第2節第3項

上記の第2節第3項は削除【承認】としましたが、削除

としてしまうと大阪中之島基金が細則に記載がなく

なるので、文面を変更してメールで理事の承認を受

ける。

・第9条、第10条、第11条は社会奉仕委員会、青少年

奉仕委員会関係の変更

＊次年度から青少年奉仕小委員会から正式に青少

年奉仕委員会になるので、社会奉仕委員会から独

立し5番目の委員会として細則に加える。会長・幹

事から内容文面については他の項目と一緒にメー

ルで理事の確認を受ける。

・第15条　新入会員の入会金に伴う変更

上記、【細則表記確認】

・大阪中之島基金規定　細則変更に伴う第2条 第2項

の削除

2．新入会員からの入会金の件

・細則第8条第1節　新入会員は入会金10万円を入

会時に納入する（一般会計）　［ 承認 ］

上記1．2．の文面については2月中に細則全文を理事

にメールで確認し承認を受ける。

3．細則（案）の承認後、3月初旬に会員に示し、来期よ
り運用できるように3月中に臨時総会を開催し承

認を受ける。

4．ガバナー補佐の決め方について

IM6組 会長幹事会（六輪会）で決めてもらう　［ 承認 ］

5．100周年誌「ロータリーミニッツ2660」用映像提供
依頼

クラブの未来を支える若手を選びメッセージを送る⇒

北口会員　［ 承認 ］

6．「トンガ海底火山大規模噴火」支援金依頼

寄付金50,000円　［ 承認 ］

7．メイクアップの適否

医療用マスクの医師会への搬入事業⇒メイクアップ

　［ 承認 ］

8．インターアクトクラブ

3月19日（土） 開明中学校高等学校スピーチコンテスト

大阪中之島RCとして19名のうち上位6名を除いた残

り13名に参加賞として1人1,000円の図書券をお渡し

する。（合計13,000円）　［ 承認 ］

9．三世代奉仕事業について

来年は30周年もあるので次年度は大手前にお願いする

　［ 承認 ］

10．2月例会休会に伴う卓話者等について

2/3   休会　辻会員 ⇒ 5/19

2/10 休会　国際奉仕フォーラム ⇒ 4/7 

2/17 休会　植屋会員 ⇒ 5/26

5/12 青少年委員会 ⇒ 社会青少年合同委員会

　上記すべて［ 承認 ］

11．3月以降の例会運営について

通常例会を基本とする⇒適宜対応

　［ 承認 ］

12．その他

親睦活動小委員会

新入会員歓迎会　6/23 迎賓館で開催　［ 承認 ］

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

先週、診療所で患者さんがかなりの陽性者が出まし

た。決して油断せず過ごしてほしい。

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

これから皆様と次年度に向けて、しっかりと準備が出

来るように活発なご意見を宜しくお願い致します。

確認・審議事項

1．2022-23年度上半期年間行事計画（案）について

・直前会長・幹事慰労会（夜）　日程の調整が必要

・7月14日　五大奉仕委員長方針

・8月18日　卓話予定 　

・9月15日　臨時総会　前年度会計監査報告

　　　　　 北村（讓）会長→西田会員に訂正

・10月6日　次年度理事・役員発表　

・10月27日　創立30周年記念式典　※例会開催

・12月16・17日　地区大会

・12月17日　年末親睦家族会　18：00～

2．委員会構成（案）について

・次回再審議

日　時：2022年2月17日（木）11：00～11：45
場　所：ホテルニューオータニ　1F　SATSUKI
出席者：栗山・北村（讓）・戸田・村橋・北村（薫）・北口・高島・嶽下・上瀬・西田・檜皮・井本・藤本　以上13名（敬称略）

配布資料：1．2022-23年度上半期年間行事計画（案） 2．2022-23年度委員会構成表（案）
 3．2022-23年度ロータリークラブ役職者一覧 4．2022-23年度委員会活動方針及び計画と予算案
 5．委員会理事会審議上程書 6．2022-23年度緊急連絡網（案）

2022-2023 年度 第一回　ノミニー理事会議事録

・氏名はロースター順に記載

・オンライン例会の担当者を次回ノミニー理事会で推薦

3．各委員会・小委員会の次年度年間計画及び予算
案について

提出期日：4月末

　※井本次年度幹事または事務局に提出

4．次年度地区補助金について

補助金を活用する委員会は今年度の4月末までに申請

が必要

5．その他

藤本次年度副幹事　ノミニー理事会出席⇒「承認」

開会の挨拶（戸田会長ノミニー）

本日は皆様、お疲れ様でした。



開会の挨拶（北村讓会長）

2月10日に医療用マスクを贈呈しました。新聞社3社
にも掲載されRCの知名度にも貢献しました。搬入等頑
張って頂いてありがとうございました。3月以降も例会
は休まないようにzoomも取り入れてやっていきたい
と思います。本日も審議を宜しくお願い申し上げます。

【審議事項】

1．細則変更の確認【別紙細則変更に伴う表記確認】

・指名委員会の構成メンバーの件

細則第3条 1項、2項、第4条 第3節 第1項、第2項

・理事、役員及び地区出向者指名の選挙（指名委員会

の設置）の件

細則第4条 第1節、第2節1項 第7節新設

・細則第8条入会金及び会費　第1節、第2節第3項

上記の第2節第3項は削除【承認】としましたが、削除

としてしまうと大阪中之島基金が細則に記載がなく

なるので、文面を変更してメールで理事の承認を受

ける。

・第9条、第10条、第11条は社会奉仕委員会、青少年

奉仕委員会関係の変更

＊次年度から青少年奉仕小委員会から正式に青少

年奉仕委員会になるので、社会奉仕委員会から独

立し5番目の委員会として細則に加える。会長・幹

事から内容文面については他の項目と一緒にメー

ルで理事の確認を受ける。

・第15条　新入会員の入会金に伴う変更

上記、【細則表記確認】

・大阪中之島基金規定　細則変更に伴う第2条 第2項

の削除

2．新入会員からの入会金の件

・細則第8条第1節　新入会員は入会金10万円を入

会時に納入する（一般会計）　［ 承認 ］

上記1．2．の文面については2月中に細則全文を理事

にメールで確認し承認を受ける。

3．細則（案）の承認後、3月初旬に会員に示し、来期よ
り運用できるように3月中に臨時総会を開催し承

認を受ける。

4．ガバナー補佐の決め方について

IM6組 会長幹事会（六輪会）で決めてもらう　［ 承認 ］

5．100周年誌「ロータリーミニッツ2660」用映像提供
依頼

クラブの未来を支える若手を選びメッセージを送る⇒

北口会員　［ 承認 ］

6．「トンガ海底火山大規模噴火」支援金依頼

寄付金50,000円　［ 承認 ］

7．メイクアップの適否

医療用マスクの医師会への搬入事業⇒メイクアップ

　［ 承認 ］

8．インターアクトクラブ

3月19日（土） 開明中学校高等学校スピーチコンテスト

大阪中之島RCとして19名のうち上位6名を除いた残

り13名に参加賞として1人1,000円の図書券をお渡し

する。（合計13,000円）　［ 承認 ］

9．三世代奉仕事業について

来年は30周年もあるので次年度は大手前にお願いする

　［ 承認 ］

10．2月例会休会に伴う卓話者等について

2/3   休会　辻会員 ⇒ 5/19

2/10 休会　国際奉仕フォーラム ⇒ 4/7 

2/17 休会　植屋会員 ⇒ 5/26

5/12 青少年委員会 ⇒ 社会青少年合同委員会

　上記すべて［ 承認 ］

11．3月以降の例会運営について

通常例会を基本とする⇒適宜対応

　［ 承認 ］

12．その他

親睦活動小委員会

新入会員歓迎会　6/23 迎賓館で開催　［ 承認 ］

開会の挨拶（栗山会長エレクト）

先週、診療所で患者さんがかなりの陽性者が出まし

た。決して油断せず過ごしてほしい。

【’22年4月 行事予定】　（母子の健康月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1340

1341

1342

-

24

25

26

-

国際奉仕委員会クラブフォーラム

休会：祝日の週（4/29 昭和の日）

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

国際奉仕委員会：
植屋委員長

卓話担当：福田会員

卓話担当：早瀬会員

地区研修・協議会
　日程：4/9（土）
　会場：大阪国際会議瀬場

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

3日（木）

10日（木）

17日（土）

24日（木）

31日（木）

1336

-

1337

1338

1339

20

-

21

22

23

ガバナー補佐訪問日

休会

三世代合同例会（懇親会）

新入会員自己紹介

卓話担当：吉田会員

卓話担当：安達会員

卓話担当：新入会員

第2回クラブ協議会

第10回4月度理事会
第2回ノミニー理事会

ペッツ・地区チーム研修セミナー
　日程：3/26（土）
　会場：大阪国際会議瀬場

【’22年3月 行事予定】　（水と衛生月間）



社会奉仕委員長  上瀬 匠

令和4年2月10日（木）午後5時より大阪府医師会館
にて医療用マスクの贈呈式を執り行って参りました。

大阪府医師会からは茂松茂人会長をはじめ加納康
至副会長・栗山隆信理事にご出席頂きました。

贈呈式は北村讓会長のご挨拶から始まり、寄贈に
至った経緯を高島パストガバナーにご説明頂き、吉
川ガバナーよりご挨拶と目録を手渡しして頂きました。

大阪府医師会茂松会長からは「貴重なマスクを頂戴
しありがたい、励みになる」と感謝のお言葉と感謝状
を寄贈元である台湾の「RI第3521地区Dennis（簡）
ガバナー」「RI第2660地区吉川ガバナー」「大阪中之

大阪府医師会・国際ロータリー第2660地区
「台湾ロータリークラブご寄贈のマスク贈呈式」

島ロータリークラブ」のそれぞれへ頂戴致しました。

贈呈式は参加者の記念撮影を最後に盛会のうちに
閉会致しました。

また当日は北村讓会長のご計らいで読売新聞・産経
新聞・大阪日日新聞からの取材もあり今後各誌に掲
載される予定であります。

コロナ禍で奉仕活動に制限がある中、久し振りに
清々しい気持ちになる事ができました。

台湾の皆様に感謝を申し上げるとともにご参加頂き
ました皆様ご協力有難うございました。

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

-

1343

1344

1345

-

27

28

29

祝日③（子供の日）

青少年活動委員会卓話
青少年委員会：
青少年活動担当（檜皮）

卓話担当：辻（義）会員

卓話担当：植屋会員

新旧合同理事会

新旧合同クラブ協議会

地区会員増強セミナー
　日程：5/28（土）

【’22年5月 行事予定】　（青少年奉仕月間）



戸田 佳孝

4月28日（木）15時より開催される、2660地区職業奉
仕委員会後援、大阪東南および中之島ロータリーク
ラブ合同出前授業の件が3月11日朝日新聞夕刊に
広示掲載されます。

場所は大阪中之島朝日カルチャーセンターです。是
非、お申込み下さい。

3月11日朝日新聞夕刊に広示掲載 戸田会員、テレビ出演予定
3月3日（木）16時からQVC（CSが観られれば161、
JCOMに加入していれば122）にて足若丸という健
康器具を生放送で宣伝販売します。時間が合えば
観て下さい。

なお、後日YOU-TUBEでも観られます。


